2009.10 FCP 運営事務局

FCP 中間報告会の開催についての御案内
来る 11 月 27 日（金） 東京大学

弥生講堂アネックスを中心に FCP の中間報告会（共

催：東京大学大学院農学生命科学研究科

食の安全研究センター／アグリコクーン）を開催

いたします。
中間報告会では、FCP の主旨に賛同いただき、
「協働の着眼点」の活用について研究及び
実際のビジネスシーンでの活用に関する調査を進めていただいている方々、及び FCP に関わ
る多様な関係者が一同に介し、それぞれの取組の進捗の報告と情報の共有、交換を行います。
多様な関係者の皆様との交流や意見交換を通じて、個々の FCP の取組がシナジーを生み、
より大きなうねりとなるような場としていきたいと考えております。
ご多忙のこととは存じますが、万障お繰り合わせの上、御参加賜りますようお願いいたし
ます。
なお、中間報告会終了後にささやかではございますが、懇親会を予定しております。併せ
て御参加賜りますようお願いいたします。
記
■

ＦＣＰ中間報告会 ■

日時： 平成 21 年 11 月 27 日（金） 13：00～17：55（予定）
（懇親会： 中間報告終了後～２０：00 東京大学農学部内を予定）
場所： 東京大学弥生講堂アネックス セイホクギャラリー ほか
東京都文京区弥生 1-1-1 東京大学農学部内
東京メトロ 東大前駅（南北線） 徒歩 1 分
東京メトロ 根津駅（千代田線） 徒歩 8 分
http://www.a.u-tokyo.ac.jp/yayoi/map.html
メイン会場：

弥生講堂アネックス セイホクギャラリー

第一会場：

7 号館 A 棟 114・115 号室（約 100 名）

主催： 農林水産省
共催： 東京大学大学院農学生命科学研究科 食の安全研究センター/アグリコクーン
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ＦＣＰ中間報告会プログラム（予定）
第１部 [13:00～14:20] 於：弥生講堂アネックスセイホクギャラリー
１．
２．
３．
４．

主催者及び共催者挨拶
特別講演（中嶋 康博 東京大学大学院 農学生命科学研究科 准教授）
平成２１年度ＦＣＰ進捗報告
後半プログラムのご案内
＜休憩・移動＞

第２部 [14:30～17:10]
＜情報発信・ＣＳＲ系＞

＜マネジメント系＞

[14:30～15:35]
於：弥生講堂アネックスセイホクギャラリー

[14:35～15:30]
於：７号館Ａ 114･115 教室

１．情報発信系の主要テーマについて
２．分科会、実行可能性調査の進捗状況報告

１．フードコミュニケーション倫理行動マネジ
メント規格策定分科会の進捗状況報告







マスメディアとの意見交換のあり方分科会
失敗から学ぶ情報発信のあり方分科会
消費者との対話のあり方分科会
ＦＣＰポータルサイトの構築・運用
食の安全・安心見える化ツアー

２．企業力向上の場としてのマッチングフェ
ア・商談会の活用促進分科会の進捗
状況報告

３．意見交換・まとめ

＜休憩・移動＞
＜地域活性化系＞

＜アセスメント・人材育成系＞

[15:45～17:10]
於：弥生講堂アネックスセイホクギャラリー
１．地域活性化系の主要テーマについて
２．分科会、実行可能性調査の進捗状況報告







[15:45～17:10]
於：７号館Ａ 114･115 教室
１．アセスメント系の主要テーマについて
２．分科会、実行可能性調査の進捗状況報告
 工場監査の標準化･共有化分科会
 「協働の着眼点」を活用したセルフアセス
メントシートの開発と運用
 「協働の着眼点」を活用した活動のための
ツールの開発
 「食品事業者（経営陣）向け研修プログラ
ム」の開発
 食の安全取り組み成熟度の評価事業
 「協働の着眼点」を活用した食の安全認証
規格開発事業

地域の良いモノ売れる商品支援
地域の安全・良いモノ発掘
岩手ブランチ
三重ブランチ
愛媛ブランチ
その他ブランチの動き

３．まとめ

３．まとめ

第３部 [17:25～17: 55] 於：東京大学農学部内を予定
１．全体のまとめと今後に向けて
懇親会 [中間報告終了後～20：00] 於：東京大学農学部内を予定
※都合により、プログラムが変更になる場合もありますので、ご承知おき下さい。
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FAX 番号：03-3240-1906
フード・コミュニケーション・プロジェクト事務局（東京海上日動リスクコンサルティング株式会社）

平成２１年度ＦＣＰ

中間報告会

参加申込み用紙

企業／団体名
ネットワーク加入状況

加入済（会員ＩＤ：ＦＣＰ

ＴＥＬ

）

未加入

ＦＡＸ
ﾌﾘｶﾞﾅ

参加者１

氏名

所属（部課）名
14：30～

情報発信・ＣＳＲ系

マネジメント系

15：45～

地域活性化系

アセスメント・人材育成系

第 2 部参加希望テーマ

懇親会

出席

欠席

E メールアドレス
参加者１

氏名

ﾌﾘｶﾞﾅ

所属（部課）名
14：30～

情報発信・ＣＳＲ系

マネジメント系

15：45～

地域活性化系

アセスメント・人材育成系

第 2 部参加希望テーマ

懇親会

出席

欠席

E メールアドレス
※ご参加は１事業者（団体）2 名とさせていただきます。
※会場の都合上、参加人数に限りがございますので、定員になり次第、締め切らせて頂きます
※ご参加いただける方には順次ご案内のご連絡をいたします。
※ご参加いただけない方には、その旨ご連絡いたします。

申込締め切り：11 月 20 日(金)必着
ご記入いただいた個人情報は、上記参加申込受付および参加者管理の目的のためにのみ利用し、他の目的で利用することは一切
ございません。情報の取り扱い（*）に関しご同意いただいた上で、お申し込みください。
【FCPプライバシーポリシーおよびお問い合わせ先】（*） http://www.food-communication-project.jp/privacy/index.html
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【ＦＣＰ情報共有ネットワーク未加入の皆様へ】
お申込み時点で、FCP の情報共有ネットワークへの参加手続きがお済みでない事業者の皆様に
おかれては、ＦＣＰ中間報告会参加申し込みとあわせて情報共有ネットワーク参加手続きを行って
いただくことにより、「協働の着眼点」の活用に向けた研究活動等の FCP の成果を共有し、「消費者
の信頼」のための取組の強化や、取引先等への的確な情報発信を、一層効果的に推進していただ
けるものと考えております。
この機会にぜひ登録をお願いいたします。

ＦＣＰ情報共有ネットワークへの参加申し込みは、別添資料または FCP 専用ホームページからお
願いいたします。
【FCP 専用ホームページ】（http://www.food-communication-project.jp/info/index.html）
本ホームページは、主に FCP の情報共有ネットワークに御参加いただいている皆様にご活
用いただいております。FCP の様々な活動や成果を共有すると同時に、食品業界の信頼向上
に向けた取組を促進するために開設・運営しているものです。

お申し込み関して御不明な点がございましたら、お手数ですが上記までお問合せください。
FCP 運営事務局事務局
（東京海上日動リスクコンサルティング株式会社 製品安全・環境事業部 内）
担当： 浅海（あさみ）、宇田川（うだがわ）
〒100-0005 東京都千代田区丸の内 1-2-1 東京海上日動ビル新館 8F
Tel: 03-3240-1905
E-mail:

katsumasa.asami@tokiorisk.co.jp
m.udagawa@ tokiorisk.co.jp

※東京海上日動リスクコンサルティング株式会社は農林水産省から委託を受けて、平成 21 年度
「フード・コミュニケーション・プロジェクト」を事務局として運営します。
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フード・コミュニケーション・プロジェクト事務局宛
(FAX：０３－３５０２－０５９４)

平成２ 年

月

日

ネットワーク参加登録 申込書
お申し込みにあたっては、FCP ホームページ上のネットワーク参加規約(※)ならびにプライバシ
ーポリシー(※※)に記された個人情報保護方針にご同意いただくことが条件になります。
（※ ）http://www.food-communication-project.jp/network/index.html
（※※）http://www.food-communication-project.jp/privacy/index.html



ネットワーク参加規約に同意する。
個人情報保護方針に同意する。

□はい □いいえ
□はい □いいえ

＊フリガナ
企業／団体基本情報

＊企業／団体名
＊主要業種
＊法人種別

□食料品製造業・□飲食料品卸売業・□飲食料品小売業・
□食品関連その他・□食品関連以外
□民間企業・□民間団体・□行政機関・□その他
〒

＊所在地
URL

http://

＊フリガナ
＊氏名
＊所属（部課）名
ご担当者情報

役職名
＊電話番号

－

－

＊FAX 番号

－

－

＊E メールアドレス
追加 E メールアドレス①
追加 E メールアドレス②

＊印の項目は必ずご記入下さい。

（注）本プロジェクトに参加ご希望の企業／団体の方は、１企業／団体あたり、代表窓口の方１名様
のご登録に限らせていただいております。
なお、メルマガ配信用として、２名様まで E メールアドレスの追加登録は可能です。
お申し込み受付後、事務局から受付確認の連絡を差し上げます。
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